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1 小６中学準備講座に参加しよう ！
2 この冬伸びたい中１ ・ 中２、 集まれ ！
3 塾生は頑張っています ！

４月から始まる新年度から、 中学校の教科書が改訂されます。 特に大きな変更
があるのは英語です。 小５ ・ 小６の英語が、 成績がつけられる 「教科」 になっ
たことと連動して、 これから中学生が学校で勉強する英語は、 これまでよりもずっ
と難しくなります。 この変更に対応するため、 啓悠舎では小５ ・ 小６の英語指導
を強化し、 小学生でもしっかり英単語や英文法を身につけて、 「英文が書けるよ
うになる指導」 を行っています。
く の

せ い じ

久野 晴司

そして２月からは、 小６を対象に 「中学準備講座」 を開講します。 小６生のみな

ひがしむら まさる

東村 勝

さん、 ぜひ乗り遅れないで、 この時期からの中学準備に参加しましょう ！

1 小 6 中学準備講座に参加しよう ！
英語は習熟度別に指導します。

中学準備講座スケジュール

これまでに学校外で英語の学習を行っていない生徒を対象に、 ２月から英語初心者クラスを新設します。
「アルファベットは小文字が書けない」 「単語を覚えたことはない」 「英文法はまったくわからない」 という生
徒は、 このクラスに参加してください。 学校外での英語学習の経験があり、 ある程度単語や英文が書け
る生徒は、 金曜日の英語既習者クラスを覗いてみてください。 大丈夫であれば、 そちらで一緒に勉強しま
しょう。
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1月は中学準備プレ講座として、算数の重要単元の
復習を徹底的に行っています。また英語未経験者の
ためのフォローを進めています。

数学は全員が初心者です。
啓悠舎の小６生は、 ２月から数学の予習を開始します。 ですから、 これから参加する生徒でも遅れは一
切ありません。 ２月から春期講習までの学習で、 正負の数の計算と文字式の表し方をしっかり身につけま
す。 月曜日の授業以外にも登塾して 「ｅトレ」 でたくさん問題演習に取り組みましょう ！

授業以外はｅトレで演習します。
啓悠舎の小学生は、 好きな曜日に好きなだけ取り組める 「ｅトレ」 で勉強を進めています。 英語 ・ 数学
の授業以外にも登塾すれば、 「ｅトレ」 でさらに問題演習が行えます。 英語や数学の問題を解くことも、
小学校の算数を復習することも、 中学校の国語 ・ 理科 ・ 社会を予習することもすべて可能です。 小６生
のみなさんには、 この１月～３月にたくさん登塾して、 充実した中学準備を行ってほしいと思います。
啓悠舎は、 週に何回通っても費用は増えません。 この期間の月額受講料は一律８,８００円です。

中学数学予習

月

16:40～17:30

2月

英語初心者クラス

月

17:40～18:20

3月

英語既習者クラス

金

16:45～18:10

ｅトレ

月～金

下記参照

春期
講習

引き続き英数の予習を進めるとともに、国語・理科・
社会の予習を集中的に行います。

春 期 講 習 3/26 ～ 4/3( 予定 )

3,300 円
4,400 円

☎ 874-8830
月～金

5,500 円
6,600 円

至 堀内

7,700 円
8,800 円

浦賀駅

至 鴨居

小 6 ・ 中学準備講座
おすすめです
！
1･中 2、 集まれ
！
2 この冬伸びたい中
後期の平常授業

各中学校では、 本年度最後の大一番、 「学年末テスト」 が２/１７( 木 ) ～２２( 月 ) の期間に行われます。
中１･中２のみなさん、 ２０２１年最初のこの関門を大成功させましょう。
神奈川県では、 中２学年末の成績が、 高校受験に使われる 「内申点」 の１／３にあたる資料となります。
このため中２のみなさんにとっての学年末テストは、 いわば 「プレ高校入試」 と言っても過言ではありません。
過去最高の得点が得られるよう、 頑張ってください ！
中１のみなさん、 ４月からの学習の成果はすべて高校進学に直結することを理解していますか。 それは高校
受験の資料となる中２学年末の成績が 「通年の評価」 だからです。 とても早いと思うでしょうが、 神奈川
県の中学生は、 中２になった瞬間から高校受験が始まるのです。 その自覚はありましたか？ そのためにこの
冬、 どんな準備をするつもりでいますか？
学年末テストが終わったら、 新学年を意識した学習を始めましょう。 学年がひとつ上がれば、 将来の進学
に関する重要性も当然高まります。 大切な新学年への進級を前に、 ３月にしっかり予習を行って、 新学年
の勉強がスムーズに行える準備をしましょう。
啓悠舎はこの冬、 伸びたい気持ちの中１生･中２生を全力で応援するため、 従来よりも長い期間で体験学習
ができるようにいたします。 以下のパックから選んで、 体験学習に参加してください ！

学年末テスト対策充実パック
【今すぐ～２月末】

新学年予習スタートパック
【２/２４( 水 ) ～春期講習】

啓悠舎での学年末テスト対策にばっちり参加できるの
がこちらのパックです。
２月になると、 学年末テストの予想問題を演習して、
それまでに学習した内容がしっかり身についている
か、 弱点は残っていないかを確認する 「直前演習期
」 になります。 学年末テスト前からの参加をご希望
の方は、 初期学習にも取り組めるように、 なるべく早
く体験学習を始めることをお勧めいたします。
体験を通して、 「テストで良い点数をとっている人たち
がどのような努力をしているのか」 を実感してくださ
い。 きっと新学年での学習に好影響があるはずです ！

学年末テストが終了すると、 啓悠舎ではすぐに新学年
の予習を始めます。 このパックでは、 新学年の予習
に最初から参加することができるため、 他の生徒に遅
れをとることがありません。 ３月は、 「新学年予習強化
月間」 として、 普段よりも少し多めの授業時間になり
ます。
中３になると、 来年１月～２月の入試直前対策を充実
させるために、 早めに初期学習を進めていくことになり
ます。 中２のみなさん、 新学年になってからではなく、
２月 ・ ３月に行う中３の予習授業からご参加ください。
中１のみなさんにも、 ４月からの勉強は高校受験に直
結することを理解して、 中２の予習に遅れずに参加す
ることをお薦めします。

塾生は頑張っています
張っ
！
3 塾生は頑張

学年

月
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時間帯

1月･2月

水土

19:10～21:40

3月

火水土

19:10～21:40

月金

19:10～21:40

水

19:20～20:40

月水金

19:10～21:40

中1

1月･2月
中2
3月

学年末テスト対策特別授業 ( 予定 )
日程

時間帯
12:00～16:30

中1
中2馬堀中

2/7(日),

12:00～16:30

中2浦賀中

2/14(日)

17:00～21:30

中2鴨居中

17:00～21:30

中高生用の自習フロア完備 ！

広々とした明るい教室

( 中 3 塾生の後期中間テスト結果より )

後期中間テストで優秀な結果を修めた中３の塾生たちをご紹介します。 中１ ・ 中２生諸君、 学年末テストも頑張ろう ！
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体験学習のお申込み

1

※表示金額は全て、 消費税 (10%) が含まれています。

まずお電話にてお問い合わせください。

3 体験学習の前に 「1 日見学」 をご利用いただけます。

初めての方は授業料無料の体験学習となります。

体験学習への参加を迷う方は、 まずは 1 日、 見学

塾生からのご紹介がある方はお知らせください。

通常の体験学習は月単位で行っています。

として授業に参加してからご検討ください。

紹介を受けた方にもメリットがある 「紹介割引

体験諸費として 1,100 円が必要となります。

小学生は親子やお友達同士で、 1 日 「ｅトレ」 を試

制度」 があります。

浦賀中・鴨居中

2

してみませんか。

徹底対応

☎ 874-8830 （浦賀駅より徒歩 1 分）

